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1. はじめに 

 
 近年の英国の高等教育政策は、「学生中心」がキーワードとなっている。その大きなきっかけ

となったのは、サッチャー政権（1979-1990 年）時代に、教育が英国の国民の福祉と国際競争力

の向上に資することを目的として、教育に市場主義を導入したことが挙げられる（1988 年「教

育改革法(Education Reform Act)」1。その後、ブレア政権（1997-2007 年）時代の 1998 年よ

り、財政難や受益者負担原則の導入を理由として上限額£1000/年の大学の授業料の徴収が始ま

り、2006 年には£3000/年、さらに 2012 年には£9000/年 2と、かなりの上昇率を辿ってきた。そ

の結果、授業料の高騰に伴い、受益者の学生目線で、受ける教育にどれだけの価値があるのかが

重要視されるようになり、大学から学生への情報提供が求められるようになる。 
 そして、 2011 年 6 月にビジネス・イノベーション・技能省 （BIS）が発表した「学生中心

の高等教育システムを目指して」（Student at the Heart of the System）3では、その名のとお

り、高等教育の中心にいるのは学生であることが強調され、2017 年の高等教育研究法（Higher 
Education and Research Act 2017）により、更にその方向性が強化されることとなった。高等

教育研究法では、学生による高等教育への投資に対して、「資金に見合う価値」を提供すること

が重要であるとし、大学は、学生の入学の公平性に関する情報や留学生にとって有益と思われる

情報を公表することが義務付けられた 4。また、この法案により、大学の業務監査及びファンデ

ィングの機能を持つ学生局（Office for Students：OfS）が設置され、高等教育機関の質評価を

図る評価制度を学生局が担当することとなった。 
 筆者は、高等教育の質評価のひとつである、学生に自身の大学を評価させる「National Student 
Survey：NSS」（全国満足度調査）に興味を抱き、また、同時に英国内での学生の大学に対する影

響力を探ってみたいと考えるようになった。そこで本稿では、OfS と大学内にある学生による学

生のための組織「Students’ Union」、英国内の Students’ Union を束ねる「National Union of 
Students」に所属する関係者への聞き取りを行うことで、英国内の「学生中心」の高等教育制度

の実態を明らかにすることを目指す。 
 
 

                                                   
1 劉 文君「第 1 章 イギリスにおける高等教育改革の動向」、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://www.jasso.go.jp/statistics/__icsFiles/afieldfile/2021/03/09/ch1_studentloanuk.pdf 
2 文部科学省「英国「学習社会における高等教育の将来(通称「デアリング報告」)」の概要」、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/030301da.htm 
3 BIS、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31384/11-944-higher-
education-students-at-heart-of-system.pdf 
4 日本学術振興会【ニュース・イギリス】高等教育研究法 （2017）制定、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://www-overseas-
news.jsps.go.jp/%E3%80%90%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%A
E%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%80%91%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6
%E6%B3%95 
 



2. 実施組織について 

 
Office for Students(学生局) 
 Office for Students（以下、OfS）とは、先述した 2017 年の高等教育研究法を根拠とし、2018
年に設立された大学の業務監査及びファンディングの機能を持つ独立公的機関である。政府から

独立してはいるものの、教育省から資金援助を受けている 5。大きな役割の一つに「高等教育機関

登録簿」の作成と、それにかかる大学評価の実施があげられる。公的資金交付、海外留学生の受

け入れ、学位授与権・大学名称使用権の付与等を希望するすべての高等教育機関は、高等教育機

関登録簿への登録が必須であり 6、2019 年より「Teaching Excellence and Student Outcomes 
Framework：TEF」（教育卓越性・学習成果評価枠組）が登録要件の一部を担うようになった。 
下記の使命や行動指針 7から見て取れるように、学生の利益を守り、学生の選択を助長し、学生が

高等教育機関からよいサービスを受けることを保証することを目的としている。 
 
OfS の使命 
 すべての学生が、その経歴に関係なく、人生とキャリアを豊かにする高等教育の充実した経験

を確実に得られるようにすること。 
 
OfS の目標 
すべての学生が、 
1. 高等教育へアクセスしたり、入学したり、また、高等教育をとおして自身が向上することが

サポートされること。 
2. 質の高い学術的経験を享受し、プロバイダー（英国で高等教育を提供する機関のこと）のイ

ベントやキャンパス内において、また授業が閉鎖された場合においても、彼らの利益が保護

されること。 
3. 就職またはさらなる研究に進むことができ、彼らが得た能力の価値がその後も保持されるこ

と。 
4. （上記 1～3 の結果）利益につながる価値を受け取ること。 
 
OfS の行動指針 
上記目標を達成するため、以下のような行動指針を掲げている。 
1. プロバイダー同士の競争と選択を促進するため、世界中で賞賛されている国際的に競争力の

ある高等教育を維持し、発展させること。 
2. 卒業生、在籍生、入学予定者を関与させ彼らの意見を反映させながら、自身の行動指針を決

                                                   
5 OfS「How we are run」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/about/how-we-are-run/ 
6 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構「英国の高等教育・質保証システムの概要（第 3 版）」、2022 年 2 月 7 日アクセ

ス、https://www.niad.ac.jp/media/008/202003/ukoverview_ver3_2020.pdf 
7 OfS「What we do」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/about/our-strategy/ 
 



定すること。 
3. プロバイダーと建設的かつ敬意を持って協力し、共通の目的がある場合には協力すること。

ただし、生徒や公共の利益を損なう質の低い提供、行動、パフォーマンスを妥協することな

く防ぐこと。 
 
 

3. 英国の質保証制度の概略 

3-1. Teaching Excellence and Student Outcomes Framework：TEF

（教育卓越性・学習成果評価枠組） 

 Teaching Excellence and Student Outcomes Framework （以下、TEF）は、OfS が実施する

機関別の教育に関する評価制度であり、2016 年に英国政府により導入された 8。これまで 2016-
17 年、2017-18 年、および 2018-19 年 の計 3 回実施されており、機関の参画は任意であったが、

次年度以降は高等教育のコースに 500 名以上の学生が在籍する機関は TEF の受審が求められる

9こととなる。現在は TEF の見直し期間にあたり、2022 年夏に新たなフレームワークが誕生予定

10である。TEF の称号の有無は授業料の上限額に反映される仕組み 8 で、フルタイムの学生に対

し称号有りの場合は最大£9,250、無しの場合は最大£9,000 まで引き上げが可能となっている。

TEF が導入された当初、政府はより大幅な授業料値上げを可能とさせる意図があったが、後述す

る TEF、NSS に対するボイコットの実施やその他の要因により、現在の£9,250 の上限に落ち着

いている 11。 
 TEF の評価基準は、表 1 を参照されたい。「Teaching Quality」（教育の質）、「Learning 
Environment」（学習環境）、「Student Outcomes and Learning Gain」（学生の成果及び学習の効

果）の 3 つの観点より評価がなされ、指標に関するデータの情報源として、「National Student 
Survey」（学生満足度調査）や「Higher Education Statistics Agency：HESA」（高等教育統計局）

12による調査の結果が用いられる。 
 
 
 
 
 

                                                   
8 OfS「About the TEF/Overview」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-
guidance/teaching/about-the-tef/ 
9 OfS「Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF)」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://www.officeforstudents.org.uk/media/8d30dff2-8ce4-409c-8441-365d560b269b/tef-up-1.pdf 
10 OfS「About the TEF/ TEF timeline」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-
guidance/teaching/about-the-tef/tef-timeline/ 
11 Nicola Dandridge 氏への聞き取り調査より 
12 HESA、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.hesa.ac.uk/ 



表 1：TEF の観点及び評価指標 13 

 
 
 

3-2. National Student Survey：NSS（全国満足度調査） 

 National Student Survey（以下、NSS）は、上述した TEF の評価指標に関するデータの情

報源の一つとなっている。調査自体は TEF 開始以前の 2005 年より毎年実施している英国全体

の取り組みで、現在は OfS が Ipsos MORI に外部委託 14をする形を取っている。公的資金を受

領しているすべての高等教育機関の最終学年を対象に、コース毎の評価を 8 領域 27 の質問で問

う（質問項目は別表 2 のとおり）内容となっており、2021 年度調査では約 7 割の回答率を得て

いる。ちなみに、2020 年における米国での同様の調査の回答率は 2 割 15であることから、英国

の NSS に対する関心度の高さがうかがえる。 
 各機関において、回答率が 50%未満の場合は、結果は公表されない。 
 
 

                                                   
13 Department for Education「Teaching Excellence and Student Outcomes Framework Specification」、2022 年 2 月 7 日ア

クセス を参考に自身で作成 
14 NSS「About the NSS」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.thestudentsurvey.com/about-the-nss/ 
15 OfS「NSS review Phase one report」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/media/b6ad8f44-
f532-4b55-aa32-7193497ddf92/nss-review-phase-1-report.pdf 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. NSS の概略 16  
 
 なお、質問項目 17について、2021 年度は例外的に COVID-19 関連（学生はコロナ禍において

機関から充分な情報を得られたか、精神的なケアを受けられたか、機関はコロナ対策を講じてい

たか等）の 6 質問が加えられたが、その結果は外部に非公表となっている。 
  

表 2：NSS 2021 主な質問項目 18 

The teaching on my course /コースの充実度 
1.    Staff are good at explaining things 
2.    Staff have made the subject interesting 
3.    The course is intellectually stimulating 
4.    My course has challenged me to achieve my best work 
Learning opportunities /学習機会 
5.    My course has provided me with opportunities to explore ideas or concepts in depth 
6.    My course has provided me with opportunities to bring information and ideas 
together from different topics 
7.    My course has provided me with opportunities to apply what I have learnt 

                                                   
16 OfS「National Student Survey – NSS/Overview」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/ 
17 OfS「National Student Survey – NSS/ Questions about the NSS data」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-
nss/questions-about-the-nss-data/ 
18 OfS より入手後自身で作成 



Assessment and feedback /成績評価とフィードバック 
8.    The criteria used in marking have been clear in advance 
9.    Marking and assessment has been fair  
10.  Feedback on my work has been timely  
11.  I have received helpful comments on my work  
Academic support /学習支援 
12.  I have been able to contact staff when I needed to 
13.  I have received sufficient advice and guidance in relation to my course  
14.  Good advice was available when I needed to make study choices on my course  
Organisation and management /組織と管理運営 
15.  The course is well organised and running smoothly 
16.  The timetable works efficiently for me  
17.  Any changes in the course or teaching have been communicated effectively 
Learning resources /学習資源 
18.  The IT resources and facilities provided have supported my learning well  
19.  The library resources (e.g. books, online services and learning spaces) have supported 
my learning well  
20.  I have been able to access course-specific resources (e.g. equipment, facilities, 
software, collections) when I needed to  

Learning community /学習コミュニティ 
21.  I feel part of a community of staff and students 
22.  I have had the right opportunities to work with other students as part of my course 
Student voice /学生の声 
23.  I have had the right opportunities to provide feedback on my course 
24.  Staff value students’ views and opinions about the course 
25.  It is clear how students’ feedback on the course has been acted on 
26.  The students’ union (association or guild) effectively represents students’ academic 
interests 
27.  Overall, I am satisfied with the quality of the course 

 
 
 NSS の結果は、学生が進学先を決定する際の一つのツールとして活用されており、OfS のウ

ェブサイトをはじめ、Discover Uni19（図 2）にて公開 20されている。 

                                                   
19 DiscoverUni、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://discoveruni.gov.uk/ 
20 機関名を入力すると、コース毎の NSS の結果が表示される 
 



 

図 2：Discover Uni のウェブサイト画面 
 

  



4. 関係機関への聞き取り調査 

 
ここで、今回インタビューをした機関、インタビュウイーの関係性を図 3 に整理した。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. インタビュウイーの関係性 
 

インタビューでは、各組織の活動内容や他組織との関係性を明らかにしたのち、NSS に対する考

えを探ることを目的とした。 
 



4-1. University of Oxford 
Devika 氏  
 各大学には、Students’ Union（以下、SU）と呼ばれ

る学生組織が存在する。在校生により選出されたメン

バーで構成されており、彼らは Sabbatical Officers と

なり、フルタイムの有給雇用で働く。福祉、女性支援、

慈善事業等、カテゴリ毎に代表者が分かれているのが

一般的であり、今回インタビューをした Oxford 大学の

Devika氏は、2021 年 6 月より 1 年間の任期で大学院生を代表する SU の副代表に就いている 21。

これまでの彼女の功績 22として、学生が理解しやすい Covid-19 対策の作成、大学院生に対する入

学後のレビュー実施、無料の印刷機利用の導入が挙げられる。 
 
➤サバティカルオフィサーに就いた理由 
 教育と政策策定に取り組みたいという理由で、サバティカルオフィサーになることを決めた。

サバティカルオフィサーであることは、自身の大学の仕組みを理解するだけではなく、実際に変

化を起こし学生の利益のために働くことができる点が魅力的である。私は学位を取得済みのため、

すべての時間を仕事に捧げることが出来ることから、適任であると考えた。 
 
➤学生からの意見・要望の収集方法 
 学生からの意見や要望は、メール、Facebook や Instagram のソーシャルメディア、私が住ん

でいる学生寮での学生との会話を通して収集している。メールに回答をするだけでなく、直接学

生の元に出向くこともあり、日々の生活の中で耳にする意見すべてに耳を傾けることを意識して

いる。学生から集約した意見は、大学の担当者に直接対面で相談を持ち掛けたり、メールでのや

り取りをしたりすることで、学生からの声に応えている。大学担当者は大変協力的であり、必要

な時にいつでも相談できる関係にある。 
 また、学生であれば誰でも参加可能な Student Council という評議会が存在する。これは、

Oxford 学生が母体となる議会であり、Student Council Officers が取りまとめを行い、多岐にわ

たる議題を討論している。SUのメンバーでなくとも、SUの信念や政策に関する意見を述べたり、

プロジェクトの提案をしたりと、議会に参加することで自身の要望をより明確な形で主張するこ

とが可能である。評議会で議論している議題にもよるが、最大 40 名の学生が参加した実績があ

る。しかし、個人的な意見としては、Student Council Officers には、より主体的に行動し学生の

興味を引くことで、今よりも多くの参加者を募ることを期待している。パンデミック以来、オン

ラインで評議会を実施しているが、多くの人々が場所に関係なく繋がれるため、今後もオンライ

ンでの実施を継続すると予想している。 

                                                   
21 OxfordSU「Vice President Graduates」、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://www.oxfordsu.org/representation/sabbatical-officers/vpgrad/ 
22 OxfordSU「VP Graduates MT Overview」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://www.oxfordsu.org/representation/sabbatical-officers/blog/6547/Michaelmas-Term-Overview/ 
 



 
➤National Union of Students (以下、NUS) との関係性 
 私たちは NUS の一員であり、NUS の役員に会うこともある。NUS の加盟大学はみな平等な

立場であり、各大学の力に差異はない。私は最近、シェフィールド（イングランド中部の都市）

で開催された NUS 戦略的会議にも参加し、学生をさらに支援し、SU のためのより良い戦略的ビ

ジョンを開発する方法や学生運動についてのビジョンについて話し合った。 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NSS ボイコットについて 
 今回は残念ながら、NSS に直接関与している役員に話をうかがうことはかなわなかった。しか

し、Devika 氏より入手した資料を参考に、Oxford 大学における NSS への考えを探ることとす

る。 
 NSS が TEF の評価指標の 1 つとなった 2016 年当初から現在まで、Oxford 大学は NSS に否

定的な姿勢を見せており、ボイコットを継続している。1 回目のボイコットに関する副学長のイ

ンタビュー23からは、以下のことがうかがえる。 
 
・ボイコットの理由 
 教育の質と授業料の関連に根本的に反対しているため、まず TEF には反対しており、その評価

指標の 1 つとなっている NSS へのボイコットも支持した。TEF の教育の質を図る理念に反対し

ている訳ではないが、大学が高いスコアを獲得しなければならないプレッシャーにさらされ、ス

コア獲得の方法を探るために無駄な時間を割かなければならない構造はおかしい。その結果 TEF
で良いスコアを獲得した“素晴らしい” 大学が、より高額な授業料を設定できる仕組みは機能し

ていないと考える。特に、Oxford 大学において、授業料が高騰する可能性があることは、皆が平

等に教育にアクセスする権利に影響を与える恐れがある。学生とスタッフはこれまで、「Oxford に

入学可能であるのは裕福な学生である」という本学へのマイナスイメージを解体し、人種や性別、

生い立ちに関係なく、すべての学生を支援する環境が整っていることを保証するために、何十年

も懸命に取り組んできた。そのため、TEF に参加することは、これらの数十年にわたる骨の折れ

る努力を台無しにする恐れがある。政府に対して、富裕層のみが質の高い教育を受けられる制度

は受け入れがたいとの強いメッセージを発信する必要があり、そのために、ボイコットを実行し

たのだ。すべての人が平等にアクセス可能な教育システムの構築を目指したい。 
 

                                                   
23 NSS「Why are Oxford boycotting the NSS?」、2022 年 2 月 7 日アクセス 
https://www.nusconnect.org.uk/articles/why-are-oxford-boycotting-the-nss 
 



 
図 4. 副学長へのインタビューのウェブサイト 23画面より 

 
 特筆すべき点は、これが学生個人の意見ではなく、大学として TEF や NSS に否定的な意見を

表明していることである。 
 次に、2022 年 1 月の Oxford SU のウェブサイト 24に移る。2017 年の副学長のインタビューよ

り 5 年経過した現在、Oxford では NSS をどのように捉えているのだろうか。 
 

                                                   
24 OxfordSU「Boycott the NSS」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.oxfordsu.org/news/article/6013/Boycott-the-
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図 5. Oxford SU のウェブサイト 24画面より 

 
 ウェブサイトを開くと目を引くこのロゴからも一目瞭然のとおり、現在においても、やはり、

NSS をボイコットする姿勢に変わりはないようだ。 
 
・ボイコットの理由 
 NSS から収集されたデータは、大学をランク付けするために使用され、競争力のある教育市場

を生み出すことができる構造であり、これが教育の質に悪影響を及ぼしている。それは、大学が

単にうわべだけの紙面での学生の満足度を高めるため、容易で安易な高スコアを得るための解決

策を講じる可能性があるからだ。NSS の質問の多くが、Oxford SU が提唱する「学生の教育への

アクセスの平等性」を含む教育の全体像を把握しようとするものではなく、実に狭い視野から高

等教育と学生の関係性を図ろうとしている点がその問題を引き起こしている。NSS の回答データ

の質にも問題があり、マイノリティな学問や革新的な教育を提供しているコースに不利になるこ

とが示されている。この傾向は NSS と TEF において、特に人文科学において顕著である。 
 
・ボイコット方法 
 アンケートに回答せず、NSS に関するメールや電話も無視すること。既に回答済みの場合は、

実施団体である Ipsos MORI に氏名、学部を連絡し、回答を取り消すように依頼すること。 
 
 Oxford 大学は、過去 3 回 NSS のボイコットに成功し、その年は結果が非公表となっている。 
 以上、副学長と SU への 2 つのインタビューからは、Oxford 大学は授業料の高騰が及ぼす教育

へのアクセスの不平等を最大の要因として、自身の理念にそぐわない TEF 及び NSS には反対で

ありボイコットを支持している訳だが、同時に、その調査方法や仕組みが今後変更となれば、評

価や姿勢も変わる可能性があることも読み取れる。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4-2. National Union of Students 
 National Union of Students（以下、NUS）とは、1922 年に設立された、学生と Students’ Union
を代表する組織であり、現在英国において、英国全体の 95％にあたる約 600 の Students’ Union
と約 700 万人の学生が加盟している。 
 
信念 25 
 先駆的で革新的、かつ、強力なキャンペーン組織となること。また、教育の障壁と戦い、学生

が質の高い教育を享受することで、彼らを取り巻く世界も形成すること。 
 
使命 25 

・学生の利益を促進し、擁護し、拡大すること。 
・強力な Students’ Union を形成し、活動を支持すること。 
 
Hannah Sketchley 氏 
 広報担当の役員である Hannah Sketchley 氏に話を聞いた。 

 
➤NUS に参画した動機 
 英国の全国的な学生運動は変化のための強力な力となり、社会を

より進歩させることができると思った。 
 
➤キャンペーン内容の取捨選択から終了まで 
 全国会議の投票にて決定した対応を優先すべき課題と各役員のマ

ニフェストに基づき、キャンペーンとして取り上げるべき内容を選

定している。キャンペーンが成功するか、もしくは、役員交代に伴う

マニフェストの変更のどちらかが生じた際にキャンペーンは終了す

る。 
 
➤全国会議 
 2 年ごとに役員を選出し、毎年、NUS の信念、スタンス、優先事項について話し合う場となっ

ている。NUS のメンバーである Students’ Union は、学生の規模に応じて 2 人～14 人までの代

表者を会議に出席させる権利があり、その中の誰かが役員となる。2019 年と 2020 年はそれぞれ

約 750 人、約 1000 人が会議に出席しており、ヨーロッパで最大の学生組織だと自負している。 
 
 ここで筆者が NUS のウェブサイトの中で興味を惹かれた以下 2 つのキャンペーンについて、

まずは簡単に説明したのち、Hannah Sketchley 氏へのインタビューへと戻りたい。 
 

                                                   
25NUS、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.nusconnect.org.uk/nus-uk/who-we-are/vision-mission-and-values 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
〇New Vision for Education（教育のための新しいビジョン形成）26 

【提案】 
・授業料の廃止 
 現在の授業料の仕組みは機能しておらず、大学が政府から助成金を削減される反面、授業料

（学生にとっての借金）は増加し続けている。 
・学生への生活の必要最低限の資金提供 
 学生が授業料の支払いを気にすることなく、教育に専念できる財政の仕組みが必要である。 
 

 【New Vision】 
 パンデミックを通して、学生への資金調達に欠陥があることが以前よりも浮き彫りになってい

る。上記提案を実現させることにより、全ての学生に教育の機会を与えることができる。 
 
 【Take action!】 
 ・Students’ Union 
 地方の国会議員に相談をして、助成金を求めること 
 ・学生 
 地方の国会議員に手紙を送付し、彼らが学生への資金提供の必要性を検討しているか確認する

こと 
 
〇Student Strike for Education: Walk Out Teach In（学生ストライキ）27 

 New Vision for Education を達成するための手段の一つとして、学生ストライキの実施を 2022
年 3 月 2 日に予定している。誰でも参加可能であり、バナーやプラカードを持参の上、当日はロ

ンドン中心部に集まるとのことだ。本稿の内容とは少し逸れるが、ここロンドンでは毎週末のよ

うに各地でストライキが実施されており、筆者も何度もその光景を見にしたことがある。 
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27 NUS「Student Strike for Education // Walk Out Teach In」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://nus.unioncloud.org/campaign-hub/student-strike-for-education-walk-out-teach-in?i=2 



 

図 6. 学生ストライキの様子（ウェブサイト画面 27より） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 7. 学生ストライキの呼びかけ（ウェブサイト画面 27より） 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
➤新しい理念を構築する必要性 
 政府は、教育に市場原理を持ち込んでいる。つまり、人々に、教育への投資に対していくらの

対価を得られたかのみに意識を集中させようとしている。教育は人権であり、享受することに対

してお金を払う必要はないと私たちは信じている。私たちの新しい理念は、以下のとおりだ。 
・ 完全なる政府からの資金提供：学生は無料で教育を受けられるだけではなく、大学関係者に

も適切な給与を提供する。 



・ アクセスのし易さ：障碍者差別を根絶し、包括的で安全な教育界を形成する。 
・ 生涯：ゆりかごから墓場まで学生をサポートするために、制限が少なく、より流動的で柔軟

な考え方を持つ。 
・ 民主化：学生自身に力と主体性を与える。 
 
➤キャンペーンの影響力とその戦術 
 キャンペーンは、ルールを変える最も有効なツールだと考える。私たちはキャンペーンを通し

て、政策に影響を与えるだけではなく、それがゆくゆくは、世界に影響を与える英国のリーダー

と政策を生み出すことに繋がっていると信じている。パンデミック以前と以降では、影響力に多

少の差があると感じており、良い面で言うと、マスコミは学生の問題についてより多くの関心を

示し、多くの人々が私たちのキャンペーンを通した社会への要求に共感したため、メッセージを

一般に普及させるのは簡単であった。しかし、反対に、対面で会うことが少なく物理的に孤立し

ているため、強力なネットワークを構築するトレーニングイベントや会議を直接開催することが

かなわず、草の根運動を行うことは困難であった。 
 キャンペーンを成功させる上で重要な戦術としては、New Vision for Education のウェブサイ

トにも記載のあるとおり、地方の国会議員に手紙を書くことが挙げられる。手紙を受け取った議

員は、実際に対応し変化を起こすかどうかは別として、差出人に回答をする義務があるのだ。学

生に、影響力を持つ議員に NUS のキャンペーンに触れた手紙を送付させることは、キャンペー

ンの認知に繋がるだけではなく、我々NUS の宣伝にも大いに役に立つ。 
 
➤ NUS と Students’ Union の関係 
 Students’ Union は、NUS に参加するかどうかを選択でき、通常、参加の可否を決定するため

に SU 内において在籍学生全員による投票が実施されている。NUS の一員となるためには会費が

必要で、これは、各 SU の財政状況により£250 から£37,500 と異なる。SU とは、オンラインで

会議を開催したり、トレーニングセッション（多くの場合はオンライン）や定期的な月刊ニュー

ズレターを発信したりすることで、情報提供やコミュニケーションを図っている。 
 
➤NUS と OfS の関係 
 OfS は、彼らが新しいポリシーを策定する際に私たちに意見を求めてくることがあり、それに

対して、教育の市場化が学生に悪影響を与えないような方法を模索し提案している。また、彼ら

の仕事や相談内容については我々から学生へ共有する。 
 NUS の代表と高等教育担当の副代表は、四半期ごとに OfS 最高経営責任者である Nicola 
Dandridge 氏と理事長の Lord Wharton 氏に面会し、その他 NUS と OfS の個々のスタッフは毎

月直接会うことで、話し合いの場を設けている。我々は主に、教育と教育界への規制について話

し合うことが多いが、セクシュアルハラスメントやジェンダーに基づく暴力、パンデミック時の

生徒の利益と教育の質の保護にも取り組んできた。 
➤NSS ボイコット 
 私たちは、NSS に反対するキャンペーンを実施し、勝利を勝ち取った。大幅な授業料の高騰を



避けられたのはキャンペーンの成果だ。しかし依然として、NSS の質問内容は非常に限定的であ

り、教育の質を全体的に捉えているわけではないと考えている。 
 
 

4-3. Office for Students 
Nicola Dandridge 氏 
 OfS の最高経営責任者である Nicola 氏に話をうかがった。 
 
➤学生や NUS との関係 
 私たちは主に NUS と頻繁に連絡を取っているが、各大学の

SU が会議を要求してきた場合は、それに応じている。個々の

学生に関しては、我々が彼らの個別の問題を裁定する権限が

なく、代わりに The Office Of The Independent Adjudicator 
for Higher Education28が対応する。私たちの使命は大学を規

制することであり、学生の代表的な団体になることを目指し

ていないため、学生の懸念に対応するが、彼らの代表者ではない。 
 
➤政府との関係 
 政府から独立しているが、教育省に後援され資金提供も受けており、実際に彼らと非常に緊密

な協力関係にある。教育省は私たちに期待する事柄を記載したガイダンスレターを発行し、我々

はそれをポリシーに反映させている。しかし、あくまでも OfS は独立した組織であり、大学の質

に関する事項に関しては、我々が決定権を持つ。政府や教育省が大学の質を評価する立場にはな

い。 
 
➤質保証と大学への罰則 
 質の悪さへの取り組みに関しては、非常にきめ細かい規定を定めた協議を終えたところで、近々

公表する予定でいる。教育の質、学生へのサポートにおいて我々が期待する点について説明し、

大学が従来以上のパフォーマンスを発揮することを期待している。これまでのところ、たとえば、

質の悪さが原因で大学に罰金を科した事例はない。しかし、パンデミック以降、多くの学生は非

常に孤立していると感じており、必要なサポートを受けることなくオンラインで学んでいる問題

が発生している。それは明らかな事実であったにも関わらず、大学は私たちが期待するような質

の高い教育を提供していなかった。そこで私たちは教育の質について懸念を抱いている大学に連

絡を取り話し合いを行った。 
 質保証の取り組みには 2 つの観点からアプローチしており、その 1 つは先述した大学へのサポ

ートだ。もう 1 つは、学生の成果の観点でありこれは、学生が中退することなくコースを継続し

                                                   
28 The Office Of The Independent Adjudicator for Higher Education、2022 年 2 月 7 日アクセス、

https://www.oiahe.org.uk/ 
 



ているかどうかを意味する。たとえば、学生が入学後 1 年間で中退した場合、コースの内容が悪

かった、コースを開設すべきではなかった、大学からコースに関する情報やサポートの提供がな

かったことが原因である可能性であるため、学生の成果が質評価の一部を構成する必要があると

考える。 
 
 質保証に関して、2020 年にボリス・ジョンソン首相は、“We have umpteen fantastic, globally 
outstanding universities and yet too many degree courses are not now delivering value.”（英

国には世界的に優れた大学が多数存在するが、現在余りにも多くの学位課程がその価値を提供し

ていない）と発言 29している。この発言について、Nicola 氏に意見をうかがった。 
 
➤ボリス・ジョンソン首相の発言 
 首相の発言の意図を推測すると、学生が中退したり、就職に就けなかったりするコースについ

ての懸念を表明しているのではないだろうか。例を挙げると、英国には雇用主から高く評価され

ているビジネスのコースが多数あり、学生もよい就職先に繋がることを期待してコースを受講し

ている。しかし、実際には、一定数のコースが結果を出していない、つまり、学生の就職に繋がっ

ていない。質の悪い教育やコースは実際に存在しており、その改善に取り組むために我々が組織

された。 
 
 OfS の組織の中には、Student Panel30と呼ばれる学生グループが存在する。組織に学生を組み

込み彼らの意見を運営に反映させる構造に興味を抱き、詳細をうかがうことにした。 
 
➤ Student Panel（以下、学生パネル）の役割 
 現役の学生だけでなく、高校生や卒業生を含むグループである。彼らはすべての課題に関与す

るわけではなく、我々が彼らの意見を取り入れたい課題を選択している。たとえば、現在の学生

の最大の懸念の 1 つはメンタルヘルスであり、メンタルヘルス改善の取組には彼らを巻き込んで

いる。学生パネルは私たちに学生からの視点を与えてくれるため、重要な存在である。彼らにとっ

ても、自分たちの意見や視点を伝えることが出来るため良い仕組みであると信じている。反対に、

関与させない分野は、経済的持続可能性である。これは OfS にとり重要な事項で関心度も高いが、

複雑であることから、学生パネルが関与することは意味がない。 
 
➤NSS の課題 
 一部からは、NSS が大学職員や教員に負担を掛けているとの意見が聞こえるが、我々が指揮を

執って運営している以上、そうは考えていない。それよりも、学生に教育の質を問うことを、学

生と教員の関係性を歪めるものだと理解されている点が大きな問題であると認識している。また、 

                                                   
29 University Business「Low-value degrees: UUK announces charter to ‘address concerns’」、2022 年 2 月 7 日アクセス

https://universitybusiness.co.uk/headlines/low-value-degrees-uuk-announces-charter-to-address-concerns/ 
30 OfS「Who we are/ Our student panel」、2022 年 2 月 7 日アクセス、https://www.officeforstudents.org.uk/about/who-we-
are/our-student-panel/ 



NSS の最後の質問項目である「Overall, I am satisfied with the quality of the course」は、他の

質問を要約するために集計的な意味で使用しているが、「Satisfaction（満足度）」という言葉は曖

昧で役に立たないと考えているため、質問項目から削除することを検討している。規制当局とし

て、教育の質を理解する上で非常に重要な要素となる学生の声を的確に捉えることが重要である。 
NSS の結果を見て学生が回答した内容そのものが真実であると結論づけることではなく、回答パ

ターンを分析し、その中から教育の質を計るようにしている。 
 多くの大学が NSS は役に立つと感じており、回答内容が芳しくないコースについては、教員に

更なる調査を実施する大学もある。 
 NSS に対する批判が何点かあることは理解しているが、NSS は便利なツールであり、学生の利

益を守る規制当局としては、回答内容から学生の声をくみ取ることに意義を見出している。 
Martha Longdon 氏 
 OfS の委員会のメンバーかつ学生パネルの議長である Martha Longdon 氏に話をうかがった。 
 
➤参加動機 
 修士課程の 2017 年に、自学の Students’ Union の代表に選出された。代表の仕事を通して、学

生の生活に直接影響を与えることに価値を見い出し、その後偶然、イベントで Nicola Dandridge
氏のスピーチを聞いたことで、OfS に興味を抱くようになった。TEF のプロジェクトに参加して

いたこともあり、自身の経験が生かせると考えて、学生パネルへの参画を決意した。 
 
➤学生パネルの役割と活動内容 
 役割は、学生パネルの定例会議に OfS のスタッフを招待し、TEF や NSS を含む特定の領域に

関して学生の視点から助言し、彼らの政策に影響を与えること。また、Minister of State for 
Universities（以下、大学大臣）と 2020 年 10 月以降 4 回会議を開催し、パンデミック以降のオ

ンライン教育について議論した。 
 
➤英国の大学の質についての評価 
 私の意見としては、英国の教育の質は非常に優れており、英国の高等教育システムは国際的に

高い評価を得ていると考えるが、質は大学間、または大学内でのコースによって異なる可能性が

ある。したがって、学生の利益が保護され、高い水準が維持されることを保証するために、品質

保証と強化は依然として重要だ。 
 
➤ 英国学生の持つ影響力 
 学生は何十年もの間、それぞれの所属大学に影響力を持ってきたが、ソーシャルメディアの台

頭により、学生はこれまで以上に繋がり、情報収集に精通し、ますます力を増している。特に NUS
は、英国全体において、特に学生の声を政府に影響を与える上で中心的な役割を果たす。 
 OfS が設立される以前は、学生の力は「ソフトパワー」であり、大学の意思決定者が学生と協

力して取り組む意欲に依存しており、また、一部の学生の声しか収集できていなかった。OfS の

役割の一部は、幅広い学生の関与を促すことであり、これにより多様な意見の集約を目指してい



る。英国では高等教育規制はまだ比較的新しいが、学生パネルの活動を含む OfS の学生の声を高

等教育の質の向上に生かす戦略により、学生は規制の実施方法に影響を与え、意見を述べる機会

が与えられている。 
私の経験では、効果的な学生の関与は一夜にしてなされず、効果的なメカニズムが確立される

までに数年かかる可能性がある。OfS は学生の力の強化に積極的に取り組んでいると感じている

が 2018 年設立の新しい組織であるため、模索中の部分も大きい。 
  
➤NSS への評価 
 NSS が大学に悪い影響を与えているという声があるが、そうは思わない。たとえば、TEF で良

い結果を獲得し授業料が上昇した大学では、図書館やその他設備を充実させることが可能となり、

また、コースに資金を投資することで、密度の濃い授業を提供することが叶ったとの声も耳にす

るからだ。その結果、学生はより積極的に勉学に励むようになり、成績が向上した例を知ってい

る。NSS が大学に与える影響について、因果関係を説明することは困難ではあるが、私個人とし

ては、NSS が高等教育に与える影響はメリットが大きいと考えている。 
 
 

5. 考察 

 
 本稿では、NSS を中心に関係各所への聞き取り調査をとおして「学生中心」の高等教育制度の

実態を明らかにすることを目指してきた。その結果、筆者が想像するよりもかなり、学生が意見

を持ち、大学のみならず政府に対しても行動を起こしている実情に驚いた。日本ではまず、学生

が自ら行動を起こし大学に要望や要求をすること自体が稀であり、大学もまた、学生の意見を運

営に取り入れる姿勢はあるものの、英国の NSS のように国を挙げての評価制度がないため、各大

学の努力にゆだねられているのが現状だ。 
 
 その NSS の概要をまとめると以下のようになる。 
 （1）全国一律の調査であり、回答率は 7 割と高い。 
 （2）学生の意見を吸い上げるツールとして重要。 
 （3）高等教育の質の向上に大きな役割を果たしている。 
 
 一方、NSS への評価から以下のような課題があることが分かった。 
 （1）質問内容の設定が困難である。 
 （2）「Satisfaction（満足度）」という言葉が曖昧である。 
 （3）OfS、大学、NUS により意見が異なっている。 
 このような中で NSS の活動の例を参考に、日本の大学では以下のような取り組みをすると良い

のではないか。 
 （1）学生の意見に耳を傾け、運営に生かすという意識を職員ひとりひとりが抱く。 



 （2）学生の意見を吸い上げる仕組みを構築する。 
 （3）複数の大学を巻き込み、学生や職員の間で情報交換・意見交換を行う。 
 
 以上のことを踏まえ、実行することによって、日本おいても大学からの一方通行の情報発信に

なることなく、良い大学運営に繋がっていくのではないかと考える。 
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